
JP 4170545 B2 2008.10.22

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像サーバ装置およびこの映像サーバ装置に接続される端末装置を用いる映像表示シス
テムにおいて、
　前記映像サーバ装置は、この映像サーバ装置上での映像の時間位置を第１の映像アドレ
スで管理する第１の映像アドレス管理部を備え、
　前記端末装置は、この端末装置上での映像の時間位置を第２の映像アドレスで管理する
第２の映像アドレス管理部と、前記第１の映像アドレスで管理される映像の時間位置と前
記第２の映像アドレスで管理される映像の時間位置との対応を管理する映像アドレス対応
管理部と、視聴済みの映像の視聴済み位置に関する視聴済み位置情報を管理する視聴アド
レス管理部と、前記視聴済み位置情報を取得しこの視聴済み位置情報に基づいて映像の転
送を前記映像サーバ装置に要求する映像転送指示部と、前記映像の転送要求に応じて、前
記映像サーバ装置から前記端末装置へ、要求された映像を転送する手段と、前記映像サー
バ装置から転送された映像を前記端末装置上で表示する表示部を備え、
　前記第１の映像アドレス管理部あるいは第２の映像アドレス管理部が、映像メディア別
のメディアＩＤとメディア中の前記第１の映像アドレスあるいは前記第２の映像アドレス
との組で前記視聴済み位置情報を管理するように構成された映像表示システム。
【請求項２】
　前記映像転送指示部が、前記端末装置上で視聴していない映像のうち一定時間分の転送
を要求するか、前記端末装置に転送済みの映像と連続しあるいは前記端末装置上で視聴済
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みの映像のあとに継続する映像の転送を要求するか、あるいは、前記端末装置上で視聴済
みの映像と連続する部分を含み、かつ、視聴済み映像の一部と重複する部分を持つ映像の
転送を要求するように構成されたことを特徴とする請求項１に記載の映像表示システム。
【請求項３】
　前記映像サーバ装置が、前記映像サーバ装置から転送される映像の解像度を変換しまた
は前記映像サーバ装置から転送される映像の圧縮モードの変換を指示する映像変換部と、
前記端末装置に記憶し得る映像の時間量が増えるように、前記映像の圧縮モードをＭＰＥ
Ｇ２からＭＰＥＧ１に変更する回路構成を含むことを特徴とする請求項１または請求項２
に記載の映像表示システム。
【請求項４】
　前記端末装置が、前記要求に応じて転送された映像を記録する映像記録部を含むことを
特徴とする請求項１ないし請求項３のいずれか1項に記載の映像表示システム。
【請求項５】
　前記映像記録部が、ＭＰＥＧエンコードされた映像を記録することを特徴とする請求項
４に記載の映像表示システム。
【請求項６】
　映像サーバ装置およびこの映像サーバ装置に接続される端末装置を含む映像表示システ
ムで用いられるものであって、前記映像サーバ装置が、この映像サーバ装置上での映像の
時間位置を第１の映像アドレスで管理する第１の映像アドレス管理部を備える場合におい
て、
　前記端末装置は、この端末装置上での映像の時間位置を第２の映像アドレスで管理する
第２の映像アドレス管理部と、前記第１の映像アドレスで管理される映像の時間位置と前
記第２の映像アドレスで管理される映像の時間位置との対応を管理する映像アドレス対応
管理部と、視聴済みの映像の視聴済み位置に関する視聴済み位置情報を管理する視聴アド
レス管理部と、前記視聴済み位置情報を取得しこの視聴済み位置情報に基づいて映像の転
送を前記映像サーバ装置に要求する映像転送指示部と、前記映像の転送要求に応じて、前
記映像サーバ装置から前記端末装置へ、要求された映像を転送する手段と、前記映像サー
バ装置から転送された映像を前記端末装置上で表示する表示部を備え、
　前記第２の映像アドレス管理部が、映像メディア別のメディアＩＤとメディア中の前記
第１の映像アドレスあるいは前記第２の映像アドレスとの組で前記視聴済み位置情報を管
理するように構成された端末装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、長時間映像を蓄積する映像サーバから映像記憶容量の少ない携帯端末へ映像
を転送し、端末側で映像視聴ができる携帯可能映像表示システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
映像情報のデジタル化およびその圧縮技術の進歩により、アナログ録画方式と比較して、
より長時間の映像を小型で安価な装置により記録・再生することが可能となってきた。こ
れに伴い、長時間の映像を効率よく管理する映像サーバ装置が実現可能となり、家庭など
への普及が見込まれている。
【０００３】
このような映像サーバ装置の例として、ハードディスクを記録媒体に利用したＨＤＤ録画
再生装置、ＤＶＤリアルタイム録画再生装置、あるいはＤ－ＶＨＳ録画再生装置などがあ
る。
【０００４】
一方、集積技術の進歩およびハードウェアの性能向上に伴い、個人情報端末あるいはモバ
イル機器などの携帯端末装置上で、デジタル映像を処理する携帯型映像表示装置が現実の
ものとなってきた。
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【０００５】
このような背景のもと、映像サーバ装置上の映像を携帯端末装置に転送し、通勤・通学時
などの移動中あるいは外出先で映像を視聴したいというニーズが出てきている。
【０００６】
携帯端末装置の１つとして、フラッシュメモリ上に音楽ソースを録音するシリコンオーデ
ィオと呼ばれる機器が普及しつつあるが、同様のことを映像情報でも行ないたいというニ
ーズも高い。
【０００７】
携帯端末装置は、携帯可能という特性上、サイズ・重量などに制約がある。このため据え
置き型の映像サーバ装置と比較して、短時間の映像しか記録できない。このため、携帯端
末装置で長時間の映像プログラムを楽しむためには、映像サーバ装置上の映像から一部の
みを携帯端末装置に転送し、必要に応じて転送した映像を新しい映像に置き換える必要が
ある。
【０００８】
たとえば、家庭にある映像サーバ装置上の映像のうち３０分程度を携帯端末装置に転送し
ておき、転送した映像を、通勤・通学時に電車の中で視聴したり、昼休み時間中などに視
聴する。そして次の日に家を出る前に映像サーバ装置と携帯端末装置とを接続し、続きの
３０分を転送するといった利用方法となる。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
上記のような利用方法を実現するためには、利用者がどの部分まで端末で視聴したかを把
握しておき、次にサーバの映像をどこからどこまで端末に転送するかなどの繁雑な設定操
作を、転送の度に行なう必要がある。
【００１０】
この発明は上記事情に鑑みなされたもので、その目的は、長時間映像を蓄積した映像サー
バ装置から記憶容量の少ない携帯端末装置へ映像を転送して視聴する際に、転送の度に発
生する繁雑な設定操作を回避し、より簡便な操作で映像情報の転送が可能な携帯可能映像
表示システムを提供することである。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために、この発明に係る携帯可能映像表示システムでは、長時間映像
を蓄積する大容量映像サーバ装置（１００）から映像記憶容量の少ない携帯端末装置（２
００）へ映像情報を小分けにして転送する（端末のメモリにコピーする）。その際、携帯
端末装置（２００）上でどこまで視聴のしたかを記録しておく。この記録情報に基づいて
、映像転送の度に発生する繁雑な設定操作を自動化し、視聴する映像を逐次転送（コピー
）する際のユーザの負担を軽減する。
【００１２】
別の言い方をすると、映像サーバ装置（１００）から配信された映像を携帯端末装置（２
００）上で表示するこの発明の携帯可能映像表示システムは、視聴済みの映像（あるいは
サーバから端末へ転送済みの映像）に関するアドレス情報（図３のタイムコードテーブル
４１）を管理する視聴アドレス管理部（図１の２６）を備えたことを特徴としている。
【００１３】
また、この発明の携帯可能映像表示システムは、映像メディア別（リムーバブルＨＤＤパ
ック、メモリカード等）のメディアＩＤとメディア中の映像アドレスとの組（図５の４３
）で視聴アドレスを管理する映像アドレス管理部（図１の１３または２８）を備えている
。
【００１４】
また、映像サーバ装置（１００）から配信された映像を携帯端末装置（２００）上で表示
するこの発明の携帯可能映像表示システムは、前記映像サーバ装置（１００）上での第１
の映像アドレス（図４のＡＤ１）を管理する第１の映像アドレス管理部（図１の１３）と
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、前記携帯端末装置（２００）上での第２の映像アドレス（図４のＡＤ２）を管理する第
２の映像アドレス管理部（図１の２８）と、前記第１の映像アドレス（ＡＤ１）と前記第
２の映像アドレス（ＡＤ２）との対応（４２）を管理する映像アドレス対応管理部（２５
）とを備えている。
【００１５】
また、この発明の携帯可能映像表示システムでは、前記第１の映像アドレス管理部（図１
の１３）あるいは第２の映像アドレス管理部（図１の２８）が、映像メディア別（図１の
２０で扱う複数メディア、あるいは図１の３１で扱う複数メモリカード等）のメディアＩ
Ｄとメディア中の映像アドレスとの組（図５の４３）で視聴アドレスを管理することがで
きる。
【００１６】
また、この発明の携帯可能映像表示システムは、再生することが要求された映像を含む映
像メディア（図１の２０または３１）のＩＤ（たとえば図５のＩＤ＝３）と現在使用中で
ある映像メディア（図１の２０または３１）のＩＤ（たとえば図５のＩＤ＝１）とが異な
る場合に、利用者に警告または通知を行なう情報（図７）を発生する警告発生部（図１の
１５等）を持つことができる。
【００１７】
また、映像サーバ装置（１００）から配信された映像を携帯端末装置（２００）上で表示
するこの発明の携帯可能映像表示システムでは、前記携帯端末装置（２００）が、転送が
必要な映像を前記映像サーバ装置（１００）に要求する（図８のＳＴ２２）映像転送指示
部（図１の２３）を持つことができる。
【００１８】
また、この発明の携帯可能映像表示システムでは、前記携帯端末装置（２００）が、前記
要求に応じて配信された映像を記録する映像記録部（図１の２７）を含むことができる。
【００１９】
また、この発明の携帯可能映像表示システムでは、前記映像記録部（図１の２７）が、Ｍ
ＰＥＧ（ＭＰＥＧ２またはＭＰＥＧ１）エンコードされた映像を記録することができる。
【００２０】
また、この発明の携帯可能映像表示システムでは、前記映像サーバ装置（１００）が、前
記携帯端末装置（２００）が対応できる解像度に合わせて配信する映像の解像度を変換す
る解像度変換部（図１の１８）を含むことができる。
【００２１】
また、この発明の携帯可能映像表示システムでは、前記映像サーバ装置（１００）が、前
記携帯端末装置（２００）が対応できる圧縮モード（ＭＰＥＧ２かＭＰＥＧ１か）に合わ
せて配信する映像の圧縮モードの変換を指示する（ＭＰＥＧ２→ＭＰＥＧ１）解像度変換
部（図１の１８）を含むことができる。
【００２２】
また、この発明の携帯可能映像表示システムでは、前記携帯端末装置（２００）に記憶し
得る映像の時間量が増えるように、前記映像サーバ装置（１００）が、前記映像の圧縮モ
ードをＭＰＥＧ２からＭＰＥＧ１に変更（ＭＰＥＧ２→ＭＰＥＧ１）する回路構成（図１
の１８＋１６）を含むことができる。
【００２３】
また、この発明の携帯可能映像表示システムでは、前記映像転送指示部（２３）が、前記
携帯端末装置（２００）上で視聴していない映像のうち一定時間分（たとえば３０分）の
転送（図８のＳＴ２４）を要求することができる（たとえば図２における「１回目の転送
」）。
【００２４】
また、この発明の携帯可能映像表示システムでは、前記映像転送指示部（２３）が、前記
携帯端末装置（２００）に転送済みの映像と連続しあるいは前記携帯端末装置（２００）
上で視聴済みの映像のあとに継続（図２中央の「２回目の転送」のように端末のメモリに
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未視聴分が残っている場合）する映像の転送（図８のＳＴ１６～ＳＴ２２）を要求するこ
とができる（たとえば図２における「２回目の転送」）。
【００２５】
また、この発明の携帯可能映像表示システムでは、前記映像転送指示部（２３）が、前記
携帯端末装置（２００）上で視聴済みの映像と連続する部分を含み、かつ、視聴済み映像
の一部と重複する部分を持つ映像の転送（図８のＳＴ１２イエス、ＳＴ１４）を要求する
ことができる（たとえば図２における「３回目の転送」）。
【００２６】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して、この発明の一実施の形態に係る携帯可能映像表示システムを説明
する。
【００２７】
図１は、この発明の一実施の形態に係る携帯可能映像表示システムの構成を概略的に示す
ブロック図である。
【００２８】
このシステムは、大きく分けると、映像情報（たとえばＭＰＥＧエンコードされたビデオ
プログラム）を蓄積する映像サーバ装置１００と、映像サーバ装置１００から転送された
映像情報を表示（再生）する携帯端末装置２００とで構成される。
【００２９】
映像サーバ装置１００は専用装置でもパーソナルコンピュータ等を利用した汎用装置でも
よい。また、携帯端末装置２００は、専用装置でもよいが、可搬型の小型ノートパーソナ
ルコンピュータを利用できる。場合によっては、液晶表示部付の携帯電話に携帯端末装置
２００の機能を組み込むことも可能である。
【００３０】
映像サーバ装置１００と携帯端末装置２００との間は、高速・高機能なデータバス、たと
えばＩＥＥＥ１３９４規格に準拠したシリアルバス３００で接続される。携帯端末装置２
００は、そのユーザにより、映像サーバ装置１００から任意に着脱可能となっている。
【００３１】
この実施の形態では映像サーバ装置１００と携帯端末装置２００との接続にＩＥＥＥ１３
９４バス３００を用いている。が、この接続手段は、ＭＰＥＧトランスポートストリーム
を所望のビットレートで伝送できる能力を持ち得るものならば、ＩＥＥＥ１３９４バだけ
に限定されるものではなく、他の手段を用いてもよい。
【００３２】
たとえば、パーソナルコンピュータ等で利用されているＵＳＢ（ユニバーサルシリアルバ
ス）、イーサネット、あるいはＭＰＥＧトランスポートストリームを伝送できる能力を持
った無線手段等を、映像サーバ装置１００と携帯端末装置２００との接続手段に利用して
もよい。
【００３３】
映像サーバ装置１００は、たとえばＭＰＥＧ２（あるいはＭＰＥＧ１）形式でエンコード
されたビデオプログラムを録画し蓄積保存する録画部２０を備えている。この録画部２０
は、ハードディスクドライブＨＤＤを記録媒体に用いたＨＤＤレコーダで構成できる。
【００３４】
なお、ＨＤＤ以外に、大容量リムーバブルメディアを記録媒体に用いた装置を録画部２０
に利用することができる。
【００３５】
具体的には、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－Ｒ、ＤＶＤ－ＲＷ、ＤＶＤ－ＲＡＭ等を記録媒体
に用いたＤＶＤディスクドライブ、光磁気ディスク（ＭＯディスク）を記録媒体に用いた
ＭＯディスクドライブ、あるいはＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ等を記録媒体に用
いたＣＤディスクドライブを、録画部２０に利用することができる。さらには、Ｄ－ＶＨ
Ｓのようなテープメディアを利用したデジタルビデオレコーダも録画部２０に利用するこ
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とができる。
【００３６】
録画部２０がＤＶＤドライブの場合は、記録映像は、通常は高画質なＭＰＥＧ２でエンコ
ードされる。一方、録画部２０がＣＤドライブの場合は、記録映像は、ＭＰＥＧ２に比べ
て圧縮率が高くビットレートも小さなＭＰＥＧ１でエンコードされる。
【００３７】
録画部２０に記録された映像情報（ＭＰＥＧ２またはＭＰＥＧ１）は、ＭＰＥＧ読出部１
７により読み出される。録画部２０に記録された映像情報（ビデオファイル）の何処から
何処まで読み出しするかは、映像アドレス管理部１３により指示される。
【００３８】
すなわち、映像サーバ装置１００の録画部２０に蓄積された映像情報（ビデオファイル）
の映像アドレスは、映像アドレス管理部１３により管理される。
【００３９】
ここで、録画部２０から読み出される映像情報が、単位再生時間あたりに消費するメモリ
容量が大きい（平均ビットレートが高い）ものであるときは、必要に応じて解像度変換が
施され、単位再生時間あたりに消費するメモリ容量が小さな（平均ビットレートが低い）
映像情報に変換される。
【００４０】
上記変換は、解像度変換モジュール２１により実行される。すなわち、ＭＰＥＧ読出部１
７により読み出された映像情報は（ＭＰＥＧ２またはＭＰＥＧ１）ＭＰＥＧデコーダ１９
によりデコードされ、非圧縮ビデオデータに戻される。こうしてデコードされた非圧縮ビ
デオデータは、解像度変換部１８に入力される。
【００４１】
ここで、解像度変換部１８に入力された映像が例えば７２０×４８０ドットのＭＰＥＧ２
ビデオデータであるときは、これが、例えば１６０×１２０ドットのＭＰＥＧ２ビデオデ
ータに変換される。
【００４２】
その際、入力されたＭＰＥＧ２データをＭＰＥＧ１データに変更する処理を行なうことも
できる（ＭＰＥＧ２よりもＭＰＥＧ１の方が、画質は落ちるが、平均ビットレートをより
小さくできる）。
【００４３】
解像度変換部１８において解像度変換（および／またはＭＰＥＧ２→ＭＰＥＧ１変更の決
定）がなされた非圧縮ビデオデータは、ＭＰＥＧエンコーダ１６に入力される。
【００４４】
ＭＰＥＧエンコーダ１６では、解像度変換部１８において決定されたＭＰＥＧモード（Ｍ
ＰＥＧ２またはＭＰＥＧ１）でもって、解像度変換された非圧縮ビデオデータ（例えば１
６０×１２０ドットの低解像度ミニ画像）が、再エンコードされる。
【００４５】
こうして再エンコードされた映像情報（低ビットレートのＭＰＥＧトランスポートストリ
ーム）は、通信Ｉ／Ｆ１４に入力される。その際、解像度変換部１８でどのような解像度
変換がなされたのか、および／またはどのようなＭＰＥＧモード変更が指示されたかの属
性情報も一緒に、通信Ｉ／Ｆ１４に入力される。
【００４６】
なお、解像度変換部１８でどのような解像度変換を行なうかは、携帯端末装置２００側の
表示解像度に基づき決定できる。また、解像度変換部１８でどのようなＭＰＥＧモード（
ＭＰＥＧ２またはＭＰＥＧ１）を再エンコードに採用するかは、携帯端末装置２００側の
メモリ容量あるいは希望する連続再生時間に基づき決定できる。
【００４７】
上記携帯端末装置２００側の表示解像度あるいは携帯端末装置２００側で利用可能なメモ
リ容量等の情報は、ＩＥＥＥ１３９４バス３００を介して、携帯端末装置２００側の解像
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度情報管理部２４から取得することができる。
【００４８】
録画部２０から読み出された映像情報、あるいは解像度変換モジュール２１により適宜解
像度変換（および適宜ＭＰＥＧモード変更）がなされた映像情報（ＭＰＥＧトランスポー
トストリーム）は、前述した属性情報（解像度変換情報、ＭＰＥＧモード情報等）ととも
に、ＩＥＥＥ１３９４対応の通信Ｉ／Ｆ１４を介して、ＩＥＥＥ１３９４シリアルバス３
００上に送出される。送出された映像情報は、ＩＥＥＥ１３９４シリアルバス３００を介
して、携帯端末装置２００の通信Ｉ／Ｆ２２へ転送される。
【００４９】
通信Ｉ／Ｆ１４および通信Ｉ／Ｆ２２は、ＩＥＥＥ１３９４の処理（下記項目の決定等）
に必要なハードウエアおよびソフトウエア（ファームウエア）を備えている。
【００５０】
ＩＥＥＥ１３９４では、リセットしてから通常のパケット転送を行なう状態になるまでに
、以下の項目が決定される。
【００５１】
（１）ＩＥＥＥ１３９４バスに接続されるノードの識別（ノード間の親子関係を決定する
）；
（２）ルートノード（図１ではサーバ装置１００がルートノード）；
（３）自己識別（図１では装置１００および２００それぞれのノードＩＤの決定）；
（４）アイソクロナス・リソースマネージャ；
（５）サイクルマスタ；
（６）バスマネージャ。
【００５２】
ＩＥＥＥ１３９４バスに接続されるノード（図１では装置１００と２００）が決定される
と、通常のパケット転送（アイソクロナス転送または非同期転送）が開始される。
【００５３】
ここで、アイソクロナス転送とは、一定周期（１２５μｓ）毎にデータを送受信する転送
方式をいう。アイソクロナス転送されるパケットのフォーマットでは、転送先のＩＤは付
与されず、チャネル番号が付与される。一方、非同期転送は、任意の時間にデータを送受
信する転送方式であり、優先順位は、アイソクロナス転送より非同期転送の方が低くなっ
ている。
【００５４】
携帯端末装置２００の通信Ｉ／Ｆ２２は、ＩＥＥＥ１３９４バス３００を介して映像サー
バ装置１００から送られてきた所定量のＭＰＥＧ映像（ＭＰＥＧ２またはＭＰＥＧ１のト
ランスポートストリームに相当するデータストリーム）を、ＭＰＥＧ記録部２７に転送す
る。
【００５５】
ＭＰＥＧ記録部２７は、転送されてきたＭＰＥＧ映像を、そのままの形でフラッシュメモ
リ３１に記録する。
【００５６】
このフラッシュメモリ３１とともに、あるいはその代わりに、小型のＨＤＤ、ＭＯディス
ク、ＤＶＤ－ＲＡＭディスク等を、上記ＭＰＥＧ映像記録に利用することができる。ここ
では、各々６４Ｍバイトの容量があり自分自身のＩＤを持つ１以上のメモリカードが、フ
ラッシュメモリ３１に利用されている。
【００５７】
なお、通信Ｉ／Ｆ２２で受け取ったＭＰＥＧ映像は、フラッシュメモリ３１に記録するこ
となくそのままＭＰＥＧデコードして、その内容を（リアルタイムで）視聴することは可
能である。
【００５８】
この場合、ユーザの自由意志によって、映像サーバ装置１００から送られてきたＭＰＥＧ
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映像を途中まで視聴し、その続きをフラッシュメモリ３１に記録しておき、あとで記録映
像を（タイムシフトして）視聴することも可能である。
【００５９】
フラッシュメモリ３１に記録されたＭＰＥＧ映像は、ＭＰＥＧ読出部２９により読み出さ
れ、ＭＰＥＧデコーダ３０でデコードされたあと、表示部３２で表示される。
【００６０】
この表示部３２は、たとえば１６０×１２０画素程度の解像度を持った小型カラー液晶パ
ネルで構成できる。
【００６１】
前述した警告メッセージその他（図７（ａ）～（ｃ）参照）は、オンスクリーンデバイス
（ＯＳＤ）３４からのスーパーインポーズ情報に基づいて、表示部３２上で行なうことが
できるようになっている。
【００６２】
フラッシュメモリ３１に記録された映像のアドレス（使用されるメモリカード毎に個別に
付与されたアドレス）は、映像アドレス管理部２８により管理できる。
【００６３】
この映像アドレス管理部２８により管理される携帯端末装置２００上での映像アドレス（
図５の映像アドレス管理テーブル４３参照）は、映像アドレス対応管理部２５によって、
映像サーバ装置１００上の映像に付与された映像アドレスと対応づけられる（図４の映像
アドレス対応管理テーブル４２参照）。
【００６４】
また、携帯端末装置２００上で実際に視聴された映像部分の映像アドレスは、視聴アドレ
ス管理部２６で管理される。このアドレス管理には、たとえばＳＭＰＴＥタイムコードを
利用することができる（図３の視聴アドレス管理テーブル４１参照）。
【００６５】
つまり、この実施の形態では、ユーザが映像の何処から何処まで見たかを映像プログラム
の再生時間ベースで管理し、その時間を基にメモリ３１（あるいは録画部２０）に対する
アクセスアドレスを決めるようにしている。
【００６６】
視聴アドレス管理部２６が管理する視聴アドレスおよび映像アドレス対応管理部２５が管
理する映像アドレスから、次に転送が必要な映像が、映像転送指示部２３により決定され
る。
【００６７】
映像転送指示部２３は、決定された映像のアドレス（次に転送すべき映像の先頭アドレス
）およびその先頭アドレスから何分相当の映像データを送って欲しいかを、通信Ｉ／Ｆ２
２およびＩＥＥＥ１３９４バス３００を介して、映像サーバ装置１００に通知する。
【００６８】
その際、携帯端末装置２００側の対応解像度、携帯端末装置２００がＭＰＥＧ２／ＭＰＥ
Ｇ１のどちらに対応しているか、フラッシュメモリ３１の実際の記憶容量などの情報も適
宜併せて、映像サーバ装置１００に知らせることができる。
【００６９】
たとえば、携帯端末装置２００（下記では私とする）は、ＩＥＥＥ１３９４バス３００を
介して、以下の内容を映像サーバ装置１００に知らせることができる：
（イ）私は解像度１６０×１２０画素でＭＰＥＧ２映像に対応します；
（ロ）記録に使用できる私のメモリ容量は６４Ｍバイトです；
（ハ）プログラムの最初（０分）から３０分までの映像を私に送って下さい。
【００７０】
上記のような情報を携帯端末装置２００から受け取った映像サーバ装置１００では、映像
アドレス管理部１３がＭＰＥＧ読出部１７に所定のアドレス（該当プログラムの最初の部
分に相当するアドレス）を指示する。すると、録画部２０に格納された該当プログラムの
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映像が、最初（０分）から３０分まで順次読み出される。
【００７１】
読み出された映像データ（たとえばＭＰＥＧ２で圧縮されている）は、解像度変換モジュ
ール２１内のＭＰＥＧデコーダ１９により非圧縮状態にデコードされる。
【００７２】
そして、上記（イ）の情報に基づき、非圧縮映像データの解像度が、解像度変換部１８に
より、例えば７２０×４８０ドットから１６０×１２０ドットへ変換（情報の間引き）さ
れる。低解像度に変換された映像データは、ＭＰＥＧエンコーダ１６において、ＭＰＥＧ
２の圧縮映像データにエンコードされる。
【００７３】
こうしてエンコードされたＭＰＥＧ２のトランスポートストリームが、プログラム再生時
間にして３０分の分量だけ、ＩＥＥＥ１３９４バス３００を介して、映像サーバ装置１０
０から携帯端末装置２００へ転送される。そして、転送された映像データ（ＭＰＥＧ２で
圧縮されている）が、フラッシュメモリ３１に格納される。
【００７４】
こうして、ユーザは、携帯端末装置２００を映像サーバ装置１００から切り離したあと携
帯端末装置２００を持って外出し、外出先でメモリ３１内のプログラムを再生できるよう
になる。
【００７５】
なお、映像サーバ装置１００から携帯端末装置２００に転送されてきた映像に関する情報
（解像度情報およびＭＰＥＧモード情報以外に、警告発生部１５からの警告メッセージ、
映像プログラムの時間情報等も適宜含むことができる）は、解像度情報管理部２４により
抽出され、ＯＤＳ３４を介して表示部３２で適宜表示できるようになっている。
【００７６】
ところで、図１の実施形態では、録画部２０の記録メディアとして、装置に固定されたハ
ードディスクドライブＨＤＤを用いている。
【００７７】
一方、映像サーバ装置１００の録画部２０を構成するのに、ＤＶＤディスクあるいはＤ－
ＶＨＳテープなどリムーバブルな記録メディアを１以上用いた映像装置を利用することも
できる。その場合、使用される複数のメディアは互いに区別できなければならない。この
複数メディアの区別（複数メディアの管理）は、各メディアのＩＤ管理により可能となる
。
【００７８】
上記各メディアのＩＤ管理は、映像サーバ装置１００の映像アドレス管理部１３により行
なうことができる。すなわち、この映像アドレス管理部１３は、録画部２０に装填される
各メディア毎に、そこに記録された映像情報（ビデオファイル）の映像アドレスを管理で
きるようになっている。
【００７９】
ここで、録画部２０に装填されているリムーバブルメディアが、携帯端末装置２００から
転送要求された映像を含むメディアでない（たとえば、ＩＤ＝３のメディアの再生をした
いときにＩＤ＝１のメディアが装填されている）とする。そのときは、正しいメディアが
装填されていない旨の警告（通知）をユーザ（視聴者）に出すことが望ましい。そのため
に、図１の映像アドレス管理部１３には、たとえば図７（ａ）に示すような内容の警告メ
ッセージを発生する警告発生部１５が接続されている。
【００８０】
この警告メッセージは、携帯端末装置２００側の表示部３２あるいは映像サーバ装置１０
０の表示部（図示せず）に出すことができる。図１の構成では、携帯端末装置２００側の
ＯＳＤ３４が、この警告メッセージの表示出力に利用できるようになっている。なお、こ
の警告メッセージの内容は、音声合成されたアナウンスとして出力されてもよい。
【００８１】
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同様に、携帯端末装置２００側の記憶装置（フラッシュメモリ３１）が複数の記憶メディ
ア（リムーバブルメモリカード）に対応しているときは、携帯端末装置２００側の映像ア
ドレス管理部２８でも、上述したようなメディア別ＩＤ管理を行なうことができる。
【００８２】
たとえば、携帯端末装置２００側のメモリ３１から映像再生をするときに、ＩＤ＝３のメ
モリカードの映像アドレスが指定されたのに実際はＩＤ＝１のメモリカードが装填されて
いたら、図７（ａ）に示すような内容の警告メッセージを出すように構成できる。
【００８３】
図２は、この発明の一実施の形態に係る携帯可能映像表示システムにおける運用例を説明
する図である。
【００８４】
ここでは映像サーバ装置１００上に２時間（１２０分）の映像が蓄積され、それを最大３
０分の映像記録が可能な携帯端末装置２００に転送する場合を例にとって説明する。
【００８５】
また、映像の転送は、映像サーバ装置１００と携帯端末装置２００とがＩＥＥＥ１３９４
バス３００等を介して接続された際に行なわれるものとする。
【００８６】
まず、１回目の転送時に、２時間の映像プログラムの始めの３０分が携帯端末装置２００
へ転送される。そして、外出先で、ユーザがこの３０分の映像プログラムのうちの始めの
２０分を視聴したとする。
【００８７】
この場合、上記視聴時間（２０分）を携帯端末装置２００側に記録しておくことで、次に
映像の転送を映像サーバ装置１００に要求する際に、正しく続きの映像の転送を要求でき
る（図２左側参照）。
【００８８】
すなわち、２回目の転送時には、転送済みの２０分～３０分の映像は再転送する必要がな
いので、３０分目から２０分間（３０分～５０分）の映像転送が要求される（図２中央参
照）。
【００８９】
これにより、視聴した映像の直後（２０分目）から３０分間（５０分目まで）の映像プロ
グラムが、携帯端末装置２００のメモリ３１に格納されることになる。
【００９０】
ここでは、２０分から５０分までというように、視聴済み映像の直後から３０分間の映像
プログラムが記録された例を示した。が、視聴した映像と重複部分を持つように映像転送
を要求（あるいは指示）してもよい。
【００９１】
たとえば、初めから５０分目までの視聴が済んだあと３回目の転送時に３０分の映像転送
を要求する場合、５０分目～８０分目を要求するのでなく、４５分目～７５分目の映像転
送を要求してもよい（図２右側参照）。
【００９２】
このように視聴済みの末尾の一部（４５分目～５０分目）を重複させて再転送すれば、続
きを視聴する場合に前回視聴した映像のストーリ展開を思い出すことができ、その後の視
聴がスムースに行われる。
【００９３】
上記重複転送は、ある程度時間を置いて次の映像を見る場合に、過去の映像内容を思い出
す意味で効果的である。この趣旨でいえば、重複転送の重複量は、必ずしも時間（図２右
側の例では５分）で規定する必要はない。
【００９４】
たとえば、視聴対象の映像が複数チャプタからなるＤＶＤビデオプログラムの場合であっ
て、前回あるチャプタの途中で視聴が中断されたなら、次回の映像転送は、そのチャプタ
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の先頭から所定量（３０分相当あるいは３０分以内に収まる一定数のチャプタ分）として
もよい。
【００９５】
その際、このチャプタの先頭位置は、ＤＶＤビデオの再生情報中に含まれているので、視
聴アドレス管理部２６で覚えておくことができる。このことから、ユーザがいちいちチャ
プタ先頭を検索・指定する操作をする必要はない。
【００９６】
映像サーバ装置１００は、携帯端末装置２００からの要求に応じて、フレーム単位など区
切りのよい単位で映像を転送する。
【００９７】
以上のような動作により、映像サーバ装置１００と携帯端末装置２００とを接続するだけ
で、繁雑な操作を行なわずに、続きの映像から必要な映像だけを簡単に携帯端末装置２０
０上に転送することができる。
【００９８】
図３は、図１の視聴アドレス管理部２６が持つ視聴アドレス管理テーブル４１の一例を示
す。この実施の形態では、視聴アドレス（映像アドレス）として、業務用ＶＴＲなどで一
般的に使用されているＳＭＰＴＥタイムコードを用いている。
【００９９】
ここでは、タイムコード「００：２０：００：００」により、携帯端末装置２００に記録
された映像（該当プログラム）の２０分目に相当するアドレスが例示されている。図３か
ら、携帯端末装置２００のメモリ３１に記録された映像プログラムのうち、「００：２０
：００：００」というアドレスに当たる部分までを、ユーザが視聴したことがわかる。
【０１００】
図３のアドレス管理テーブル（タイムコードテーブル）４１の内容と後述する図４の映像
アドレス対応管理テーブル４２の内容とから、映像サーバ装置１００上での視聴アドレス
を求めることができる。
【０１０１】
図３の例ではタイムコードで視聴アドレス（映像アドレス）を記述しているが、別の方法
で視聴アドレス（映像アドレス）を表現することもできる。
【０１０２】
たとえば、該当プログラムの先頭フレームから視聴した最終フレームまでのフレームカウ
ントにより、視聴アドレス（映像アドレス）を表現できる。
【０１０３】
また、ＮＴＳＣビデオでいえば毎秒３０フレームで映像が構成されているので、ある視聴
アドレス（映像アドレス）から例えば５分（３００秒）後の映像アドレスは、９０００フ
レームというフレームカウント数で特定できる。
【０１０４】
映像アドレスの具体的な表記方法は、この実施の形態に開示されたものに限定はされない
。
【０１０５】
図４は、図１の映像アドレス対応管理部２５が持つ映像アドレス対応管理テーブル４２の
一例を示す。図４は、図２における２回目の転送後の状態を例示している。
【０１０６】
映像サーバ装置１００上には２時間（１２０分）のＭＰＥＧ２映像が蓄積（記憶）されて
いる。この映像の場合、映像開始アドレス（ＡＤ１）は「００：００：００：００」で表
され、映像終了アドレス（ＡＤ１）は「０２：００：００：００」で表される。
【０１０７】
一方、携帯端末装置２００上には３０分の映像が記録されており、その映像開始アドレス
（ＡＤ２）は「００：００：００：００」で表され、映像終了アドレス（ＡＤ２）は「０
０：３０：００：００」で表される。
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【０１０８】
図４の映像アドレス対応管理テーブル４２は、映像サーバ装置１００上のアドレスＡＤ１
と携帯端末装置２００上のアドレスＡＤ２との対応関係を表したものである。
【０１０９】
この管理テーブル４２を参照することで、携帯端末装置２００上の映像アドレス（ＡＤ２
）「００：００：００：００」が映像サーバ装置１００上の映像アドレス（ＡＤ１）「０
０：２０：００：００」に対応することが分かる。つまり、メモリ３１内の先頭アドレス
が映像サーバ装置１００上の映像プログラムの２０分目の位置に対応することが分かる。
【０１１０】
図４は分かり易くするために単純な例としたので、映像サーバ装置１００側の「００：２
０：００：００」と携帯端末装置２００側の「００：００：００：００」の組だけを記録
しておけば、他のアドレスは計算によって簡単に求めることができる。しかし、例えば編
集の繰り返しなどにより複数の映像が混在するような状況では、より多くの情報をテーブ
ル形式で記録する必要性が生じる。
【０１１１】
この実施の形態では、映像アドレスとしてＳＭＰＴＥタイムコードを用いた例を示してい
るが、具体的な映像アドレスの表記方法はタイムコードに限定されない。前述したように
フレームカウントでもよいし、映像プログラムの記録に用いられたディスク（ＨＤＤ、Ｄ
ＶＤ等）上の論理ブロック数でアドレスを表現することも考えられる。
【０１１２】
図５は、図１の映像アドレス管理部１３、２８が持つ映像アドレス管理テーブル４３の一
例を示す。ここでは、映像アドレスを個々の映像メディアＩＤとそのメディア内アドレス
の組で表す例を示している。
【０１１３】
たとえば、ＩＤ＝１のリムーバブルＨＤＤパックが録画部２０に装填されている場合、そ
のメディアにおける視聴済みアドレスは「０１：３０：００：００」であるが、ＩＤ＝２
のメディアにおける視聴済みアドレスは「００：２０：００：００」となり、ＩＤ＝３の
メディアにおける視聴済みアドレスは「００：４０：００：００」となる。図１の映像ア
ドレス管理部１３は、このようなアドレス管理テーブル４３を持つことができる。
【０１１４】
同様に、ＩＤ＝１のメモリカードがメモリ３１のスロット（図示せず）に装填されている
場合、そのメディアにおける視聴済みアドレスは「０１：３０：００：００」であるが、
ＩＤ＝２のメディアにおける視聴済みアドレスは「００：２０：００：００」となり、Ｉ
Ｄ＝３のメディアにおける視聴済みアドレスは「００：４０：００：００」となる。図１
の映像アドレス管理部２８は、このようなアドレス管理テーブル４３を持つことができる
。
【０１１５】
図５に示すような管理テーブル４３を持つことにより、リムーバブルメディアに映像を記
録する場合において、要求と異なるメディアが使用（装填）されている場合に対処するこ
とができる。
【０１１６】
図６は、図１の解像度情報管理部２４が持つ解像度管理テーブル４４の一例を示す。ここ
では、携帯端末装置２００に含まれる表示部３２について、その表示領域の幅および高さ
の画素数が、解像度情報として管理されている。この情報により、解像度変換部１８は映
像サーバ装置１００上の映像を適切な解像度に変換することができる。
【０１１７】
なお、携帯端末装置２００に含まれるＭＰＥＧデコーダ３０がＭＰＥＧ２およびＭＰＥＧ
１のどちらに対応しているのか（あるいは双方に対応しているのか）は、解像度管理テー
ブル４４の圧縮形式の記載により特定することができる。
【０１１８】
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また、映像サーバ装置１００のＭＰＥＧエンコーダ１６においてＭＰＥＧ２またはＭＰＥ
Ｇ１のどちらがエンコードに用いられたのかを、解像度管理テーブル４４の圧縮形式内に
一時記憶することもできる。
【０１１９】
たとえば、携帯端末装置２００がＭＰＥＧ２およびＭＰＥＧ１の双方に対応している場合
であって、ユーザが圧縮形式（ＭＰＥＧモード）を選択した場合は、選択された圧縮形式
（ＭＰＥＧモード）が解像度管理テーブル４４内に記載（対応ＭＰＥＧモードに図示しな
いフラグを立てる等）される。
【０１２０】
なお、図１のシステムがＭＰＥＧ２しか用いない場合は、図６の圧縮形式（ＭＰＥＧモー
ド）の記載はなくてよい。
【０１２１】
図７は、図１の表示部３２における警告または通知メッセージの例を示す。
【０１２２】
図７（ａ）は、図１の警告発生部１５が発生した警告メッセージの例である。携帯端末装
置２００が要求した映像が含まれた映像メディアと異なる映像メディアが録画部２０に装
填されていた場合、正しい映像メディアを挿入するよう警告を発生する。この警告メッセ
ージは、携帯端末装置２００の表示部３２に出すことができる。
【０１２３】
あるいは、ユーザがＩＤ＝１のメモリカードの内容を視聴し終えたあと、その続きを見る
ために（本当はＩＤ＝２のメモリカードが必要なのに間違って）、ＩＤ＝３のメモリカー
ドをフラッシュメモリ３１のスロット（図示せず）に装填したときも、図７（ａ）のよう
な警告メッセージを表示部３２に出すことができる。
【０１２４】
図７（ｂ）は、図２の右側に図示した「３回目の転送」において、ユーザに時間単位で重
複転送をするかどうかを問い合わせるメッセージ例である。
【０１２５】
また、図７（ｃ）は、図２の右側に図示した「３回目の転送」において、ユーザにチャプ
タ単位で重複転送をするかどうかを問い合わせるメッセージ例である。
【０１２６】
以上のような警告あるいは通知を表示する表示装置は、携帯端末装置２００の表示部３２
だけに限定されない。映像サーバ装置１００に表示装置（図示せず）が装備されているな
らば、その表示装置で警告または通知メッセージを出力してもよい。
【０１２７】
このような警告あるいは通知の出力方法には色々なものが考えられる。この発明は、その
出力方法には限定されない。
【０１２８】
図８は、図１の映像転送指示部２３が映像サーバ装置１００に映像転送を要求（指示）す
る処理の一例を説明するフローチャートである。この処理は、図１の構成においては、通
信Ｉ／Ｆ１４、２２内のマイクロコンピュータ（図示せず）によって実行できるが、図示
しない別のマイクロコンピュータにより図８の処理を実行してもよい。
【０１２９】
図８の処理は、映像サーバ装置１００と携帯端末装置２００とを結ぶＩＥＥＥ１３９４回
線が通信可能状態になったあと、自動的にスタートする。
【０１３０】
もし、ユーザが上記自動スタートを望まないときは、図示しないキーボードあるいはマウ
ス等の入力デバイスの操作（あるいは音声認識を利用した音声指示）で、図８の処理をマ
ニュアルスタートさせてもよい。
【０１３１】
まず、視聴アドレス管理部２６内の視聴アドレス管理テーブル４１から、視聴アドレスに
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関する情報（タイムコード等）を読み込む（ステップＳＴ１０）。
【０１３２】
読み込んだ視聴アドレスが該当プログラムの途中にあるときは（たとえばタイムコードが
「００：２０：００：００」であり、このタイムコードが２時間プログラムの先頭の「０
０：００：００：００」あるいはその末尾の「０２：００：００：００」でない）、その
プログラムの一部が視聴済みであると判断される。この場合、携帯端末装置２００のユー
ザに、視聴済み映像の末尾の一部と重複して映像データを転送するかどうか、問い合わせ
る（ステップＳＴ１２）。
【０１３３】
この問い合わせは、たとえば図７（ｂ）に示すようなダイアログボックスを表示部３２に
出力することにより、行なうことができる。
【０１３４】
ユーザが図示しないテンキー等により例えば５（分）を入力して図示しないエンターキー
を押すと（ステップＳＴ１２イエス）、この５分に相当するアドレスオフセットが設定さ
れる（ステップＳＴ１４）。
【０１３５】
一方、ユーザが何も入力せずに図示しないエンターキーを押したり、何も入力がないまま
所定時間（たとえば３０秒）が経過すると、「視聴済み映像の末尾の一部と重複した映像
転送はしない」と判断される（ステップＳＴ１２ノー）。この場合は、ステップＳＴ１４
のようなアドレスオフセットの設定は行われない。
【０１３６】
以上のようにして、これから転送要求する映像の先頭アドレス（たとえば「００：２０：
００：００」）が決定される。
【０１３７】
次に、映像アドレス対応管理部２５内の映像アドレス対応管理テーブル４２から、携帯端
末装置２００と映像サーバ装置１００との間の映像アドレス対応に関する情報が読み込ま
れる（ステップＳＴ１６）。
【０１３８】
こうして読み込まれた映像アドレス対応管理テーブル４２内において、携帯端末装置２０
０側のアドレスが検索され、視聴アドレス管理テーブル４１から読み出した視聴アドレス
に対応する項目が求められる（ステップＳＴ１８）。
【０１３９】
たとえば図４の例において、携帯端末側アドレスＡＤ２の「００：００：００：００」が
、視聴アドレスに対応する項目として求められる。さらに、携帯端末装置２００のメモリ
３１に３０分の映像プログラムを転送するようになっているなら、携帯端末側アドレスＡ
Ｄ２の「００：３０：００：００」も求められる。
【０１４０】
次に、携帯端末装置２００上での視聴アドレスに対応する映像サーバ装置１００上での映
像アドレスを取得する（ステップＳＴ２０）。
【０１４１】
図４の例でいえば、携帯端末側アドレスＡＤ２の「００：００：００：００」および「０
０：３０：００：００」にそれぞれ対応するサーバ側アドレスＡＤ１の「００：２０：０
０：００」および「００：５０：００：００」を取得することになる。
【０１４２】
つまり、映像サーバ装置１００上での映像アドレスは、映像アドレス対応管理テーブル４
２のテーブルを横に参照することで、携帯端末装置２００上での視聴アドレスから、求め
ることができる。
【０１４３】
次に、携帯端末装置２００の通信Ｉ／Ｆ２２内のマイクロコンピュータ（図示せず）は、
ステップＳＴ２０で取得した映像アドレス（「００：２０：００：００」から「００：５
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０：００：００」まで）に対応する映像プログラムを転送するよう、映像サーバ装置１０
０の通信Ｉ／Ｆ１４内のマイクロコンピュータ（図示せず）に指示（要求）する（ステッ
プＳＴ２２）。
【０１４４】
上記指示（要求）を受けた通信Ｉ／Ｆ１４は、要求された映像アドレス（「００：２０：
００：００」から「００：５０：００：００」まで）を映像アドレス管理部１３に伝える
。
【０１４５】
すると、要求された映像アドレス（「００：２０：００：００」から「００：５０：００
：００」まで）に対応する映像プログラムが録画部２０から読み出され、必要に応じて所
定の解像度変換を受けたあと、対応するＭＰＥＧトランスポートストリームに変換（ＭＰ
ＥＧエンコード）される。
【０１４６】
こうしてエンコードされたＭＰＥＧトランスポートストリームに対応するデータストリー
ムが、ＩＥＥＥ１３９４バス３００を介して、サーバ１００から端末２００へ、所定時間
分（ここでは３０分）、転送される（ステップＳＴ２４）。
【０１４７】
こうしてサーバ１００の録画部２０から端末２００のメモリ３１への映像転送が終了すれ
ば（ステップＳＴ２６イエス）、図８の処理は自動終了する。
【０１４８】
なお、上記実施の形態では、転送される映像のフォーマットとしてＭＰＥＧ（ＭＰＥＧ２
／ＭＰＥＧ１）を用いているが、これはデジタルビデオ（ＤＶ）方式やＡＶＩ方式など他
の映像フォーマットでもよく、利用可能な映像フォーマットはＭＰＥＧに限定されない。
【０１４９】
【発明の効果】
以上説明したように、この発明によれば、記録した視聴アドレスをもとに次に視聴すべき
映像を自動的に転送することが可能となるため、システム利用者（ユーザ）による繁雑な
設定作業が軽減され、より簡便な操作での映像転送が可能な携帯可能映像表示システムを
提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の一実施の形態に係る携帯可能映像表示システムの構成を概略的に示す
ブロック図。
【図２】この発明の一実施の形態に係る携帯可能映像表示システムにおける運用例を説明
する図。
【図３】図１の視聴アドレス管理部２６が持つ視聴アドレス管理テーブル４１を説明する
図。
【図４】図１の映像アドレス対応管理部２５が持つ映像アドレス対応管理テーブル４２を
説明する図。
【図５】図１の映像アドレス管理部１３、２８が持つ映像アドレス管理テーブル４３を説
明する図。
【図６】図１の解像度情報管理部２４が持つ解像度管理テーブル４４を説明する図。
【図７】図１の表示部３２における警告または通知メッセージの例を示す図。
【図８】図１の映像転送指示部２３が映像サーバ装置１００に映像転送を要求する処理の
一例を説明するフローチャート。
【符号の説明】
１００…映像サーバ装置（パーソナルコンピュータ等で構成可能）；
２００…携帯端末装置（携帯電話等のモバイル機器と一体化可能）；
３００…ＩＥＥＥ１３９４に準拠したシリアルバス（同軸ケーブル、光ケーブルあるいは
無線を利用でき、光カプラあるいは電磁誘導カプラが間に挟まる場合も含む）；
１３…第１の映像アドレス管理部；
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１４…サーバ側通信インターフェイス（ＩＥＥＥ１３９４のデータ処理ＭＰＵ含む）；
１５…警告発生部（発生される警告の内容は、ユーザへの通知あるいは問合せを含むこと
ができる）；
１６…ＭＰＥＧエンコーダ（ＭＰＥＧ２／ＭＰＥＧ１）；
１７…ＭＰＥＧ読出部（ＭＰＥＧ２／ＭＰＥＧ１に対応）；
１８…解像度変換部（画像構成画素数変換および／またはＭＰＥＧ２→ＭＰＥＧ１の変更
）；
１９…ＭＰＥＧデコーダ（ＭＰＥＧ２／ＭＰＥＧ１）；
２０…録画部（ハードディスクドライブＨＤＤ、ＤＶＤ＿ＲＡＭ等を用いたデジタルビデ
オ情報の記録・再生部）；
２１…解像度変換モジュール；
２２…端末側通信インターフェイス（ＩＥＥＥ１３９４のデータ処理ＭＰＵ含む）；
２３…映像転送指示部（映像転送要求部）；
２４…解像度情報管理部（ＭＰＥＧ２／ＭＰＥＧ１の識別情報も適宜管理する）；
２５…映像アドレス対応管理部；
２６…視聴アドレス管理部；
２７…ＭＰＥＧ記録部（ＭＰＥＧ２／ＭＰＥＧ１に対応）；
２８…第２の映像アドレス管理部；
２９…ＭＰＥＧ読出部（ＭＰＥＧ２／ＭＰＥＧ１に対応）；
３０…ＭＰＥＧデコーダ（ＭＰＥＧ２／ＭＰＥＧ１）；
３１…フラッシュメモリ（１または複数の着脱可能メモリカード）；
３２…表示部（カラー液晶パネル等）；
４１…視聴アドレス管理テーブル（タイムコードテーブル）；
４２…映像アドレス対応管理テーブル；
４３…映像アドレス管理テーブル；
４４…解像度管理テーブル。
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